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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2593 回例会 平成 26 年 1 月 24 日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

成田税務署 署長 松川 和人 様 

成田税務署 総務課総務課長補佐 神成 ひとみ 様 

 

◇ ニコニコボックス 

佐藤 英雄 会員：みなさんご記憶だと思いますが、東日本大震災

で被災され、その当時の状況を去年の 3 月 1 日の例会で卓話してい

ただきました柴 繁様（被災当時、双葉地方広域市町村圏組合消防

本部消防長）とお会い致しました。たまたま赤海運送の赤海社長か

ら私の会社を推挙して頂き、本日、いずみの市営霊園にお墓を造っ

て引渡しを終りました。柴さんは成田に永住することを決め、３月に新居も完成し成田の

住民になったそうです。成田ロータリークラブの皆様にご支援いただきありがとうござい

ましたとおっしゃっておりました。 

 

大澤 浩一 会員：今、学校は入試シーズンです。当校では、高校

2 回、中学 2 回。今 2 回終わったところです。日頃ロータリークラ

ブへ入会させて頂いて色々感じることがあるのですが、本校も一本

筋を通し 115 年、不動心をもって経営にあたらなければと思う昨今

です。お預かりした子供さんたちをしっかり育てていかなければい

けないと感じております。このような状況であまり出席できず、先

日誕生祝いをいただきありがとうございました。 

 

角田 幸弘 会員：毎回機関車の話になってしまいますが、昨年、

長原会員のエリート情報に載せていただき、すごい反響で驚いてお

ります。患者さんからも「見たよ！」と沢山声を掛けていただきま

した。また広報なりたの今月号 4 ページ、下総地区 4 年生招待とい

うことで掲載されております。これは 5 年越しにやっている活動で

す。今年下総地区 4 校が統合され小中一貫校となります。その一環

で 4 年生を招待いたしました。お手元にその模様と子供たちの感想文が回覧されているか

と思います。時間がありましたらお目を通してください。 
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平山 秀樹 会員：角田会員の話にもありました下総の小中一貫校で

すが、この校舎は株式会社フジタさんと当社で建設させていただいて

おります。 

 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。先週はインフルエンザの流行の兆しがあるこ

とをお話いたしましたが、今週もまだまだ寒い日が続いており

ます。皆様の体調はいかがでしょうか。 

 本日は成田税務署署長の松川様をお迎えして、後ほど卓話を

頂戴することになっております。松川様そして成田税務署総務

課長補佐の神成様ようこそお越しくださいました。 

 さて、先週は年度後半２月中に予定されている大きな行事に

ついて２、３お話しいたしましたが、来週３１日の例会には、

２月２１日のＩＭの講師にお迎えする二宮金次郎様の７代目子孫の中桐万里子様とも関係

のある「二宮金次郎基金」について東京江東ロータリークラブの小島様をお迎えして卓話

をいただくことになっており、楽しみにしております。 

 先週に続き、３月中の大きな行事として、３月８、９日の土曜、日曜ですが、これまで

毎年、成田市サッカー協会と協力して開催してきた「成田ロータリークラブ杯 少年サッ

カー大会」に東日本大震災の被災地である気仙沼から少年サッカーチームの選手、監督一

同２５人を招待して、９日日曜日には中台運動公園において成田市内の１０チームの少年

サッカーチームとの懇親を込めた大会を開催する企画を立てました。この大会は、すでに

「成田市市制６０周年記念行事」の一環として承認されております。現在、奉仕プロジェ

クト委員会において細部を詰めておりますが、いかなる行事も会員の皆様の協力なしには

成功もおぼつきません。当日は多数の会員の皆様の観戦と応援を改めてお願いいたします。 

本日は、日本生命保険相互会社成田支社支社長の音花様の入会式と成田税務署署長松川様

の卓話が控えておりますので、「一言、言わせろ」コーナーは中止させていただきます。

今後とも、よろしくご意見をお寄せください。ありがとうございました。 

 

◇ 表彰 

米山功労者第 3 回マルチプル 

平野 省二 会員 

 

◇ 入会式 

音花 昭二（おとはな しょうじ） 会員  日本生命保険相互会社 成田支社長 

推薦人 神﨑 誠 会員、遠藤 英一 会員 

顧 問 平山 金吾 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 クラブ会報 担当 

奉仕プロジェクト委員会  社会奉仕 担当 

職業分類  生命保険 

皆様、こんにちは。音花昭二と申します。この歴史と伝統ある成田ロータリークラブの

一員になれますことを大変光栄に嬉しく思っております。 
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 勤務先は日本生命成田支社、着任は昨年４月でございました。

前任は長崎支社で、そこで長崎北ロータリークラブにお世話にな

りました。経験ありと申しましても、主に親睦活動やゴルフ同好

会のお手伝いを中心に２年間でございますので、まだまだであり

ます。年齢はこの２月で４６才、「元気」と「勢い」だけが取り

柄の若輩者でございますので、諸先輩方からご指導頂き、しっか

りしたロータリアンになれるよう頑張って参りたいと存じます。

推薦頂きました神﨑様、遠藤会長、お世話頂きました幹事の成田様、そしてご多忙の中オ

リエンテーション頂いた小宮山様、本当に有難うございました。顧問の平山様はじめ皆々

様、どうかご指導のほど宜しくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

１．大島台風災害義援金募集  ￥３６，２００  日本赤十字社へ 

２．米山記念奨学会 選考結果 ムンクバト君の合格通知が来ました。 

３．書き損じハガキの回収 もうしばらく事務局へ置いておきます。 

      

◇ 卓話 

税制行政の現状等について  
松川 和人 様（成田税務署 署長） 

１．はじめに 

成田税務署長の松川と申します。 

成田ロータリークラブの皆様には、日頃から税務行政に対しまして、ご理解とご協力を

賜っておりまして、本席をお借りし厚く御礼申し上げます。 

本日は、卓話をということで、貴重な時間を頂戴したものの、そうそうたる方々を前に、

気の利いた話ができるか、いささか戸惑っております。 

 

お話をさせて頂く中身としては、国税局・税務署の規模等、それらに関連する成田税務

署の状況を紹介していきたいと思います。 

 

２．自己紹介 

 まずは、自己紹介をさせていただきます。 

 出身地は、宮城県石巻市です。 

 税務の世界に入り早３０数年になりますが、実は、成田税務署の勤務は２回目です。昭

和５６年７月から５８年７月までの２年間、総務課の係員として勤務した経験があります。 

 当時の税務署は、京成成田駅と国道５１号線の間の小高い山の上に庁舎がありました。

職員は９０人ほどで、規模としてはちょうど良く、いい雰囲気で仕事ができ、懐かしい思

い出がたくさん残っています。 

   

次に、簡単な経歴ですが、 

①平成１７年 7 月から２年間、大阪国税局、西税務署の副署長 

②平成１９年７月から２年間は、監督評価官 

 監督評価という仕事は、国税庁長官等の命を受けて、税務署や国税局の事務運営が合理
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性、適正性、能率性等の観点からどうかを実地に調査・検査を行い、改善すべき事項を提

示する仕事です。 

③平成２１年７月から２年間は、東京国税局 調査第一部 特別国税調査官 

 東京国税局にいる調査部特官は３５人だけです。 

 本来なら、ここでの調査の仕事についてお話しできればいいのですが、守秘義務の観点

から、見送ります。 

④平成２３年７月から１年間は、徴収部 総括国税徴収官 

 大口の滞納事案の滞納整理の仕事です。 

⑤２４年７月から１年間は、徴収部 納税管理官 

 相続税の物納申請の許可等の仕事です。 

 税金は現金で納付するのが原則ですが、相続税の場合は、現金での納付が困難な場合、

担保を提供の上、最高２０年間の年賦延納を申請することができます。それでも納付が困

難な場合は、相続財産の中から、例えば、土地や株式などによる物納の制度が設けられて

います。 

⑥そして、昨年７月から、成田税務署長をやっております。 

 

 署長の仕事をしてみて、このような経験が非常に役立っているとつくづく感じておりま

す。 

 以上、自己紹介を終わります。 

 

３．国税局・税務署の状況 

国税庁の下部組織として、全国に国税局が１１、国税事務所が１あります。 

成田税務署は、東京国税局の管轄下にあります。 

東京国税局は、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県の１都３県を管轄しています。 

管内には、８４の税務署があり、全国５２４税務署の１６％を占めます。 

全国の職員数が約５万４千人弱、そのうち約３割が東京国税局の職員です。 

税務署の数に比して、職員数が多いという事は、東京局の税務署の規模は大きいとい

う事が言えます。 

税収は、東京国税局の税収が全体の４割超を占めています。 

滞納も、東京国税局の占める割合が全体の半分以上です。 

成田税務署が抱える問題の一つがこの滞納問題です。 

滞納してから１０年を超える事案が非常に多いため、職員一丸となって、危機感を持っ

て滞納整理に当たっています。 

滞納の状況を分析してみますと、申告所得税と消

費税の占める割合が非常に高い状況にあります。 

そこで、今年の確定申告期には、「申告所得税及

び復興特別所得税」、「個人の消費税等」の期限内納

付をこれまで以上に呼び掛けていくこととしてい

ます。 

滞納を減らすだけではなく、滞納を発生させない

ことも極めて大切であると考えています。 

次に時節がら確定申告のことについてですが、成

田税務署の平成２４年分所得税確定申告書の提出
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件数は１２万件を超えております。 

本年も２月３日から３月１７日までの、イオンモール成田２階「イオンホール」に署

外申告書作成会場を設置し「パソコンの有効活用」による申告相談事務を推進することと

しています。 

例年、２月中は１日平均４００人から５００人の方が来場されます。これが３月に入

りますと、千人近い多数の方が来場され、大変混雑し待ち時間も長くなってきます。でき

れば、早い時期に申告書を作成し、提出していただくようお願いします。 

なお、ｅ－Ｔａｘによる作成・送信、国税庁ホームページで作成いただきますと、私

どもの事務の効率化にもつながりますので、是非、ご活用ください。 

次に、成田税務署の変遷ですが、明治２９年１１月、「佐倉税務署」として、スタート

しています。その後大正１３年１１月、千葉税務署に合併、昭和２２年８月千葉税務署か

ら分割し、『成田税務署』として再スタートしています。 

成田税務署は、成田空港が開港した昭和５３年から納税者数が急増しています。開講

して３５年余り経ちますが、当時と比較してみますと、現在は、管内人口約７０万人と２

倍超、署の職員数も１８０人と２倍、所得税確定申告件数は１２万件超と４倍、法人数も

４倍、税収も４倍、滞納は５倍、税理士数も５倍、等々これらの伸び率は、全国５２４税

務署でおそらくトップと考えられ、まだ伸びるのでは。 

 

職員（定員）の増加が見込めない中、納税者数が増加し、税務行政はますます厳しく

なってきております。しかし、このような環境の中、私どもを支えてくださる方が多くい

ることは大変心強い限りです。 

これからも、当成田ロータリークラブ様はもとより、税理士会をはじめとした関係団

体の皆様、市・町の職員の方々、多くの皆様にご理解、ご支援をいただきながら、「国民

の皆様から信頼される税務行政」を目指して、「適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」に

向けて最善の努力をして参る所存です。 

引き続き、宜しくお願い申しあげます。 

 

４．終わりに 

本日は、つたない話をご清聴いただきまして誠にありがとうございました。 

まだまだ寒い日が続きます。各種感染症も流行っております。どうか、健康には十分

にお気を付け下さい。 

 

終わりにあたり、この新しい年が、成田ロータリークラブ様の飛躍の年となりますよ

う、また、ご列席の皆様方にとってご多幸でありますよう、心から祈念いたしまして、本

日の卓話を終わらせていただきます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

1 相談・受付（確定申告書作成会場） 

○ 会場 

イオンモール成田 2階「イオンホール」 

○ 開設期間 

平成 26年 2月 3日（月）から 3月 17日（月）まで 

土、日及び祝日を除く。ただし、2月 23日（日）及び 3月 2日（日）は開設します。 
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○ 開設時間 

受付 午前 9時から午後 4時まで（提出は午後 5時まで） 

相談 午前 9時から午後 5時まで 

※ 税務署内に確定申告書作成会場はありませんので、ご了承願います。 

2 税理士による小規模納税者などのための無料申告相談の開催について（会場 2か所で開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

飯田 正雄、平野 省二、喜久川 登、遠藤 英一、佐瀬 和年 

成田 温、山田 真幸、矢島 紀昭、角田 幸弘、甲田 直弘 

小寺 真澄、本宮 昌則、松村 里美、田村 幸宏、諸岡 正徳 

各会員 

1 月 17 日 奉仕プロジェクト委員会 

平野 省二、小寺 真澄、小宮山 四郎 各会員 1 月 17 日 研修委員会 

渡辺 孝、堀口 路加 各会員 1 月 22 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ３９ ２４ ６１．９％ ８２．２６％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


